


　　　様々なアイデアを出しやすくします

頭の善い役立つ言葉

未来は？

誰でも勉強・学習等に役に立ちます！

人はどう思っているのか？

ブログＵＲＬ

http://kiri-h-nikki.seesaa.net/

ここで紹介したものは商品やサイト等の他人のものは

過去のものですので現在はどうなっているのかわかりません。

参考にして下さい。

ここに書いてある事を

読んだり眺めたりしながら

よく考えて見てください！

何度も見ると違ってきます

たまには少し時間を置いてから見て下さい

ブログをよくみるとさらに気付くとおもいます。
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　　　本の効率的な読み方

これは本でなくてもその辺にあるものでも

外でも中でもいいです。

これは普通１文字１文字見るか読むか、

ページを見るとか読むかのはずです。

黙読は普通いくつか種類があります。おおよそにいうと、

目で見る、目で読む、音を出さずに音で読む

この場合速度を上げるだけです。目でも音でも同じです。

次は、ページを見るほうですが、

始めはみえない場合があります。

これは全体を見て見えていくようにします。

リズムでもなんでもとどまり過ぎずに慣れていきます。

要するに見えればいいのです。

視点を近くにも遠くにもぼやけても

はっきりでも見えればいいのです。

集中ですが、これは疲れていると出来ません。

リラックスしたり休んだ時に軽い疲れが出てとれていきます。

力を抜いたりして、気持ちや筋肉や肌や内臓や神経や髪など、

それで何か行った時例えば普段は行わないような

疲れないことではやいことなど。音でも見るでも・・・

それで疲れが出ればだめです。ただある程度は慣れですが

ひどすぎる時は、健康や休みの方が優先です。

忙し過ぎる時は、飛ばさずに一つ一つゆっくりと、

力が入りすぎず時は力を入れずに、

力が抜ける時は疲れています。目の感じが違う時は、

他の何処かが違う時は気を抜きます。

そして、イメージでもなんでも自由に行ってみます。

他の五感等の感覚を他や同じもので

イメージして慣れたら連鎖させます。

様々なかたちでつなげていけばいいです。

フォルダ、光の球、ライン、楽譜、

色、音、におい、味、絵、数字、文字、記号など

網の目でも拡大でも縮小でも

中でも外でもそこでも他でもそれでもかまいません。

慣れたら立体に時間を入れて中身をつめます。

速くしたりゆっくりしたりします。
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それとこの辺りで本をペラペラとめくっていって

見慣れてください。

慣れてくると後からまたはその時になんとなくわかってきます。

記憶でも出てくればいいです。

慣れるともっと出来てくるようになります。

この辺で速くしている可能性があるので

ゆったりに戻していきます。

その時にできれば問題ありません。それを休んでもやってみる。

または何かを見るだけでしてみる。

イメージや目を閉じたまま開けたまま、

設定からお話になりお話から設定にもなります。

１つ１つゆっくりでも高速でもいいです。

これは学習法の一つです。

スムーズにゆったりと居つきなく

スムーズリーに瞬間をフラッシュし続けて持続していき

軽くウェーブしながらそのまま波があっていく。

全体を０やマイナスからオンにする。

フラッシュ・コンティニュー・リーディング

理解できなくてもこれを目差します。

本で言えばぺラ～としたものが全て見え

後で違う形で同じものを暗記とは違い覚えることです。

出来ない場合は何度も行うと

慣てくるとパラパラめっくただけで見えてきます。

これを書店で行うと１コーナーが瞬間です。

何度も行けばすべてなんとなくでも解るようになります。

共感（覚）どうしが

自分である、他でない。自分であるが、他である。

他である、自分でない。他にやる、自分にある。

情報通行

知識があると。それがわからなかったり。伝わらなかったりすると

共有すると普通になり。発見ともおもわなくなる。

研究・開発　智は共有する（特に企業）

短期は少なく、交換を低く。改良する。中期は様々。

静める。長期は少なく、無く、気長に。

そして、短期と中期と長期をつなげるもの。
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　　　素人でも出来る歌と楽器演奏のトレーニング

これは、ピアノだと指の位置が合わないといけないので

これだけは合わせます。基本はおなじです。

声と同じです。録音でも録画でも音でも

口の形でも手の動きでも確認します。気付けばいいです。

ついでに音も覚えていくようにします。音感です。

指は定型通りではなく自由もありです。

指の位置と音圧が大丈夫ならいけます。

　出来れば有名な歌手などの歌そのものは実際に歌いかたそのものの

イメージで行い。最終的にはリアルタイムアドリブで合うようにして下さい。

楽器や他も同様です。これは絶対です。この上でオリジナルです。

応用は思いっきり自由です。

指が動き手が左右に素早く動いて

正確にタッチ出来ればいいのです。

これは、指一本から初めて少しづつだんだんと

増やしていきます。

どの楽器でも基本は同じです。

これは何処かで、

このトレーニングは初めはいい加減にみえてもいいので

手が動きを覚えた所でおもいっきり速く楽器なしで声なしで

イメージして机の上で演奏します。

音楽を流してそれに適当に合わせていきます。

指の使い方は考えられるかぎりすべて試してください。

手前に引くように弾く。

それを黒鍵盤と白鍵盤で弾く。

強く弾く。弱く弾く。

横に縦に上下に速く遅く弾く。

またはそのまま手を横にずらす。

またはそこにここに手を裏返す。

他に考えられるかぎりおこなう。

他の楽器も同じです。

声と同じです。

離す押さえる押す弾く震わすなど。

考えられるかぎりです。
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声は、

声帯を使う他を使う。

息は肺とお腹を別に使い息をそのまま続ける。

コツは発声せずに音を声帯でだす感じで

お腹を使って鼻で呼吸します。

これは息継ぎが楽になれば問題ありません。

ここで逆式呼吸も少し練習しておきます。

お腹を引っ込めたときに吸い、緩めた時に吐く。

腹式呼吸もします。

お腹を緩めていっぱいにして吸い、緩めて引っ込めて吐く。

これには、本当は上下順式逆式があり

逆式も腹式も上下の動きがあり

それが逆の時があります。

全部で９種類。

それと下っ腹を合わせます。

また同じです。

難しいので無理はしないで下さい。

声を出すときに音が出る場所をイメージします。

口唇辺りの　中側　外側　上下　左右　前後　様々におこないます。

様々な位置、場所があります。やり過ぎないようにして下さい。

出来れば普通にして下さい。

ビブラートですがこれは

喉をふるわせる口をふるわせる唇をふるわせる肺をふるわせる。

自由におこなって下さい。

後は音の正確なイメージを忘れないようにして下さい。

これを半年から一年は行うと違ってきます。

この辺りで、キーの位置と弾く位置もあってきて、手も動くので

これを一回ゆっくりと音を出さずにイメージを楽器で行います。

音を出して

演奏しているうちに音が違うのに気付きます。

その場で直したほうがいいのですが、

忘れてしまう場合は後でなおします。

またはここでいったんイメージしてみます。
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これは音が強力にないほうがいいのですが、

無理の時は音をききながら自分で編曲していきます。

いったんすることをかえるのもいいいですが、

時にはし続けたほうがいい時もあります。

アイデアというのは、

脳神経細胞のニューロンが動き初めた時に

変わりやすくなります。やりすぎると違い過ぎてしまいます。

さらに確定まで時間が掛かります。

変動は普通、私の場合は、１時間～１日でおこります。

確定は、６週間～３ヶ月です。普通は半年から１年でいいです。

体というのは季節で変わります。

血やリンパや神経などが違うのです。内と外が。

とにかくイメージでだけでも演奏出来て、

手や体が動きだけでも違ってきます。

定型にとらわれずに自由にのびのびと励んで下さい。

全て自由におこなうのがコツです。

プロになって正確になれば問題ありません。

ただし基本は絶対外さないようにして下さい。

演奏しない時は別です。

普通は意識して変化させない方がいいです。

意識しなくても変化がないほうがいいです。

天気というのは、時には違って感じます。

曇りなら、元気なら静かになり、静かなら憂鬱になる。

晴れなら、静かなら元気になり、元気なら疲れる。

雨なら、体にはいいが、在り過ぎるといらなくなる。

寒いと、静まる。

暖かいと、動き出す。

暑いと、疲れてかわる。

快適だと、元気に動き出し

また疲れてくる。

湿度があると、いらなくなる。

湿度がないと、ほしくなる。

快適だと、ときにちがう。

そんなところです。
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　　　全ての健康の要点

ユーザー（人）

モデル（対象）

意図（操作入力）

状態（パラメーター、変数、ステイタス）

学習　決まり　動く　ルール（常識以外も）

行動評価　仕組み　倫理構造（道徳や宗教ではない）

失敗・成功　評価

（競争、勝つ、負ける、成功、失敗、　ではない）

攻撃　逃げる　支援　会話　チーム（戦争ではない）

思考　心　体の状態　動きの良さ　頭の良さ　（直感、論理）

一．頭の良いチーム

一．動けるチーム

一．体と心がほぐれているチーム

一．回復し続けるチーム（特に体！と心）

筋肉　開放、リラックス、力を抜く、

筋を伸ばす、関節を緩める　こと

（少し、揺すったり、振ったりする）

内臓強化　肛門、胃、腸、肺、など

内臓を動かす、（やり過ぎない事！）

血管、リンパ液を流す為に　体を揺すること（肌を撫でる）

肌、髪の毛、爪、顔などを撫でること

様々な事をそうぞうしてみること

なんとなく曖昧も感じたりもしてみること

脳のニューロンが動くイメージを

ほんの少しだけリアルにしてみる（本当に少しだけにすること）

色々つながって頭が良くなる

これは、結構疲れることを忘れないこと！

知らないうちに疲れが溜まるので注意すること

水は飲むこと！（練習中は潤う程度に一口含むだけにする！）

本当に少しだけ！唾でもよい！

内臓に血液がいきやすく痛みやすくなるので

運動のような血液が動く状態では注意すること！

激しい運動は、息が強くなるので、

肺と喉、口が痛みやすいです。
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性をつかうとそのまま上に影響がでて連鎖していきます

武術だとこれを注意しています

一回栄養を入れてきって回復できるホルモン分泌をする

咽頭、前脳、後脳、胸腺、腎臓、耳の上、脇、

股の前の脇、足底、手、爪、髪、肌の辺りにある

後は脊髄や髄膜、リンパ、精髄などである

元気になる

共感覚、五感を違う五感でイメージしてみる

五感は、疲れは絶対とること！

脳の疲れも絶対とること！感情も！

特に耳やのどや目、肩、腰は疲れやすいので注意すること！

肩は寝ている時に枕に対する頭の位置と首にかかる

ので疲れやすいので寝る向きで変わります高さも関係あります

（首は）鍛えている時以外はやめること

　結構少しで疲れるので注意すること！

後は動かなくてもほんの少し浮いたり

動かすだけも体は鍛えられる（程々にして！）

座っていたり寝ていたりしたとしても

素早く、軽やかに、複数をその時に常に自然にしている

そして、ゆったり、ゆっくり、とその瞬間になっている

軽く波紋と波と円を意識します

後にはもっと経てば経つほどなってくる

素早くスムーズリーにクイックリーにそして

気持ちはスローリーに

ブレインはパラレルにフラッシュにコンティニューに

外にはわかりやすくシリアルにハッキリと

ナチュラルになっている

空気は足りないときに

力を抜いてゆったりと広く吸ったり吐いたりします。

りゅうのようにゆるやかに

とらのようにはやく

ひょうのようにでたらめにはやく

へびのようにほうこうをかえて

つるのようにきもちをいれて

かくかくとちょくせんにまがり

じゆうにうごく
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　　　配色について！簡単に！？

　十役色について簡単に。

１．主役色

文字通り、配色の中心になる色。

他の色を選び出す時もこの主役が基準になる。

２．脇役色（引き立て色）

主役を引き立てるための色で、縁の下の力持ち。

主役の近くわざと反対色を置くと主役が生き生きしてくる。

３．支配色（背景色）

背景として全体を包み込む色は

面積が小さくても配色全体の気分を支配する。

４．融合色（なじませ色）

主役色がその他の色から浮き上がり遊離した時、

離れたところに渋めの同系色を置いてなじませる。

５．アクセント色

強い色を小さい面積に散らすと、

配色全体が生き生きする。

ここからは分からないので予想で書きます。

１．～５．は

６．～１０．に

割りあたる。

６．～１０．はトーンに

割りあたる。

６．つなぎ色

要するに色と色をつなぐ色です。

７．散りばめ色

色を散らしてイメージをそのようにする。

８．バランス色

全体に対してバランスがとれる色です。

９．添え色

ほんの少し添える程度にみせる色です。
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１０．重ねハイバルール

高い価値の色を重ねる。

色と色との相関関係から生まれる色彩効果のことで、

相対的な色の濃淡や明暗などのつり合い。

説明の意味とは別に考えて

イメージしてみるのも面白いかもしれません。

その意味を自分でかってにつくって

ノートに書いてまとめたりする気付きがあるかもしれません。

１．主役色

０、準、強い、同じ、同一、３つ、

強い色で、引き締まる、メリハリ、落ち着く

２．脇役色（引き立て色）

＋６、反対、鮮やか、渋い、反る、捕色、１つ、

緑のトーン弱く小面積、全体を引き締める、

鮮やかな青で濃い黄色を印象づける、

黄色と黄緑に対し渋めの茶色で引き立てる

３．支配色（背景色）

（＋４）、全体イメージバランスの強い方向、

平均、平ら、２つ、等色相差、

渋めの強い赤できりっと

ブルーで落ち着く

４．融合色（なじませ色）

＋２、近い、どれか同じ種類、類似、１つ、

赤の繰り返し青の繰り返しでなじむ

緑と添えの緑が共鳴して融合する

他に対して浮いている緑に緑で全体を盛り上げる

５．アクセント色

＋１、一方向、同じような、離す、生き生き、活気、

偏る、１つ、

隣接、２重、相互、分裂

黒が地味で重いとき青などの鮮やかな

反対色に変えると生き生きする

紫に反対色の明るい黄緑をアクセントに加えると

紫が明るくさわやかになる

細い線が同系色の青のとき細く

シャープなオレンジの線が青紫を生き生きさせる

地味が生きる
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６．つなぎ色

＋０、色々繋がる

色相やトーンをつなぐ

７．散りばめ色

＋４、近さ、大きさ、ほんの少し離す

イメージを色相やトーンを離して散らす

８．バランス色

＋３、偏りがない、バランスは何で整うか

あるもののイメージに対して偏りをなくす

９．添え色

＋２、それに近い、落ち着く

ほんの少し添えることで落ち着く

１０．重ねハイバルール

＋１、それのように

強さに弱さ、明るいに暗い、濃いに淡い、また逆も

若いに老い、女に男、熱いに冷たい、おとなしいに元気、

プリティにピンピン、エレガントに田舎、豪華に質素、

人工に自然、パワフルにふらふぁ、幻想に科学神秘、

対比、大小、上下、すっぱい甘い辛い苦いうまいまずい、

それと外国語の学び方を他の学科に使ったら、

つまり学習法。

例えばDVD映像を字幕なしで（日本語は絶対抜く）

外国語だけで見まくるとか。

なら他もみまくるだけがありかも？

ということは配色やレイアウトならとか？

RGB・CMYと HSVの色相環は違います。

理論によりことなります。

これは知らないと間違うとおもうので。

ということです。

色は少しで日本色からパステルになり暗くもなり

明るくもなり原色にもなり

グラデーションにもなりシェードにもなりティントにもなる

私のサイトにスクリーンセーバー配色サンプルがあります
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　　　今は、家庭でもサーバーを置く事が出来ます

　これまで「Nehalem EP」のコードネームで呼ばれてきたCPU。

その名の通り、

デスクトップ向けのCore i7と同じ

Nehalem アーキテクチャを採用。

Hyper-Threading 技術により、

1 CPUで 8コア相当となり、

デュアルプロセッサでは1システムで16コアを実現できる。

（デュアルつまりＣＰＵが２つです）

　CPU内蔵メモリコントローラは

Registered DIMM と Unbuffered DIMMの両方に対応し、

トリプルチャネル×3で 1 CPUあたり9本まで、

最大 144GBの DDR3を搭載できる。

メモリクロックは、上位CPUでは最大1,333MHzだが、

搭載本数が増えるにつれ 800MHzにまで下がる。

（アクセスがコントロール出来るということです。

不完全ですが。）

　組み合わせるチップセットはTylersburg-36D(IOH)+ICH10で、

36レーンのPCI Express Gen2 と 6レーンのPCI Express x1に対応。

IOHを 2基搭載することもできる。

　そのほかの主立った仕様はCore i7 と同様で、

CPUバスは「Quick Path Interconnect (QPI)」を採用し、

周辺温度など一定の条件を満たす場合に、

一部あるいは

全てのコアのクロックを規定よりも上げるTurbo Boost Technology や、

コア毎にパワーゲートを実装し、

アイドルコアの電力を

ほぼゼロにまで下げるIntelligent Power機能などを搭載する。

（抵抗により温度が上がると

流れを弱めて低くするということです）

（電波の重なりが影響します）

「Nehalem-EP」採用のXeon発売、CPU2個で16スレッド

60Wの低消費電力版も 

　Core i7と同系列のXeon向けコア

「Nehalem-EP」「Nehalem-LV」

を採用したXeonが発売された。

デュアルCPUで使えば16スレッド同時実行と言う強力さが特徴だ。
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　また、一部を除いてTDPが Core i7より低く、

TDP60W という低消費電力モデルもラインナップされている。

（つまり回路の長さに対して

実際の距離とか抵抗などが違います）

●仕様は様々

　クロックは2～3.2GHz、TDPは 60～130W

　発売されたのは

動作クロック3.2GHz/キャッシュ8MB/TDP 130Wの

最上位版「Xeon W5580」や

同2GHz/キャッシュ4MB/Hyper-Threading非対応/TDP 80Wの

廉価クラス「Xeon E5504」、

同2.26GHz/キャッシュ8MB/TDP 60Wの「Xeon L5520」など。

　いずれもLGA1366に対応した製品で、

対応チップセットはTylersburg-36D(IOH)+ICH10。

　確認したのは全てクアッドコア製品だが、

それ以外の仕様は様々。

一部モデルはHyper-Threading非対応で、

動作クロック（2GHz～3.2GHz）、

キャッシュ容量（4MB～8MB）、

FSBである「QPI」の対応速度（4.8GT/s～6.4GT/s）、

最大メモリ速度（800MHz～1,333MHz）、

自動オーバークロック機能「Turbo Boost Technology」の有無、

TDP（60W～130W）など仕様の異なる面も多いので、

モデル選択には注意が必要だ。

（キャッシュはメモリアクセス軽減の為に

もっと速い回路にためるということです）

　要するに１つのＣＰＵに１コアで２スレッドなら

１コアで２つプログラムが動いて

４コアならそれが４つあって全部で８（２×４）の

プログラムが動くという意味です。

ＣＰＵが２つあれば全部で１６（２×４×２）の

プログラムが動くいうことです。

ただし、１つのアプリケーションで

複数のプログラムが動いている場合があるので注意が必要です。

１つのプログラムで複数動く場合があります。

そしてメモリアクセスは、

Unbuffered DIMM
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チップセットからのアドレス、制御、データ信号が

直接 DIMM基板上のSDRAMチップに分配接続される形態のDIMM。

アドレス、制御信号がDIMM上の

全てのSDRAMチップに分配されるため、

電気的負荷が大きい。

例えば 4bit SDRAMチップが搭載されたDIMMの場合、

アドレス線は16個のチップに分配されることになる。

このためUnbuffered DIMM は、

チップセットに多量に接続することには向かない。

多くてもせいぜい3枚から4枚が限界である。

しかし下記2規格に比べ

「余計な物が無い」だけに実効転送速度面ではやや有利である。

ワークステーションのうち

メモリ容量が最優先ではないものに採用されるほか、

パーソナルコンピュータのほとんどに使用されている。

これは速いということです。

（こちらはSRAMと同じで電力を供給し続けるので負荷が

掛かりやすく一つからは多くはとれないということです）

Buffered DIMM

アドレス、制御信号を一旦DIMM基板上のバッファで受けてから

各SDRAMチップに分配接続する形態のDIMM。

Registered DIMM とも。

バッファの存在により、

アドレス、制御信号の電気的負荷は1 DIMM あたり1負荷となり、

チップセットに多量のDIMMが接続可能となる。

数GBから数十GBクラスの

メモリを必要とするサーバに向いている。

なお、一旦バッファで受けることから、

Unbuffered DIMM とアクセスタイミングが異なる。

例えばリード（READ）の際は、

実際にSDRAMチップへ通知されるアドレス、

制御信号がバッファにより1クロック遅れることから、

見かけ上DIMMからのデータの出力が

Unbuffered DIMM と比べて1クロック遅くなる。

DDR2, DDR3 と SDRAMチップが高速化するにあたり、

データ信号側の電気的負荷やノイズ耐性が問題化しており、

Buffer が在ると言えども
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多量のDIMMを接続することが次第に難しくなってきている。

（つまりDRAMと同じで一定のタイミングで

電力を細かく流しますから多くなると乱れます）

Buffered DIMM は Unbuffered DIMMと接続すると

多量のDIMMを接続するこが難しくなる。

そして、トリプルチャンネル×３で

メモリアクセスが１度に３×３の計同時９アクセスとなります。

複数同時にアクセス出来るということは、

中の回路の速度がキャッシュの付加もあわせて

普段遅いメモリアクセスが速くなりやすいということです。

Hyper-Threading

（プロセッサの主要部分である実行リソースは二重化せずに、

「アーキテクチャステート」と呼ばれる特定部分のみを

二重化して処理を行う。）

も動作クロックもFSB（動作周波数。

(マザーボードの)ベースクロックと同義。）も

最大メモリ速度も

TDP（最大放熱量のこと。全ての回路が動作している状態で、

どの程度の熱を発するかをあらわす性能指標。）も

動作速度を上げる為のものです。

（回路の中の隙間をみつけつくりだして

２重化するという感じです）

（動くと流れてみだれぶつかり

打ち消しあい抵抗が出るので熱が出ます）

象徴的なのがSUPERMICRO X8DAH+-Fで、

チップセットであるIntel 5520を 2個搭載、

PCI Expressスロットを都合68レーン分用意している。

また、DDR3 DIMM スロットも18本装備、

最大 144GBメモリに対応するという重装備ぶりだ。

このほかの製品はPCI Express x16スロットを1～4本、

DDR3 DIMM スロットを12本搭載するのが主な仕様。

フォームファクタはASUS、Intel製品がSSI EEB 3.61で、

SUPEMICRO 製品がExtended ATX。

さすがにサーバー用は接続数が違います。

　また、

リテールパッケージには
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CPU クーラーが同梱されていないため、

別途 CPUクーラーが必要になる。

純正クーラーとして発売されたのが「STS100C」。

CPUクーラーに関しては、

これまでも数モデルが「LGA1366の Xeon用」として発売済みだ。

（ＣＰＵクーラーは必要です）

　メモリに関しては、

ECC無し/Unbufferedタイプの

「普通の」DDR3 DIMMも利用とされるが、

大容量メモリ実装に必須となる

Registered タイプのECC付き DDR3メモリも発売されている。

 

これらも含めて他にも様々な種類があるので注意してください。

サーバーには

普通ＯＳにＬＩＮＵＸやＵＮＩＸを使うので注意して下さい。

ＰＳ３もＯＳを入れて使うときはFedoraなどを使います。

ＰＳ３にもメモリの量にあったＯＳがないかなと思います。

そうすればゲームマシンにキーボードを付けるだけで

あの性能がパソコンなのですが。

どの低価格高性能次世代マシンにもありだと想うのですが。

例えばＴＲＯＮなどのように規格を決めてもいいと想います。

プログラムが安定して動けばいいと想います。

企業は最終的には、家庭でこのようなものを普通にして

家庭内でＬＡＮで繋がるものはすべてコントロールして、

出来れば家庭で使われている無線ＬＡＮを

屋外の他の人々にも開放して

その他のコンピューターや電子機器、

それに携帯電話を

繋がるようにして

さらに携帯電話の電力を長時間持続させたら

その次は携帯電話をサーバーとして使い

その入り続ける情報を人々の間で使いたいということです。

そうすると本当は一人一人が自由に使うために

コンテンツを発信させたくなり

そうすると各自でプログラムを創る方が便利なのですが

簡単にしないと出来ないので
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是非、ＰＳ３にもオリジナルＯＳ！

http://fedoraproject.org/

fedora project

ここのは使いやすくてはよいものです

http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/

KNOPPIX Japanese edition

ここのＯＳはＵＳＢやＣＤ・ＤＶＤで起動させる事が出来ます。

http://openlab.jp/puppylinux/

Puppy Linux 日本語版

ここから先はもとのほうです。

http://www.linux.or.jp/

日本のlinux情報

http://jla.linux.or.jp/

日本 Linux協会

http://www.levenez.com/unix/

Unix History

http://www.torproject.org/index.html.ja

Tor

http://www.jp.freebsd.org/

The FreeBSD Project(Japan)

http://www.freebsd.org/ja/

The FreeBSD Project

http://jp.opensolaris.org/

日本ポータル at OpenSolaris.org

あとは各自で検索などをしてリンクサイトなどを調べた方が

いいのですが結構種類があるので上にあるくらいでも大丈夫です。
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　　　頭をよくするには？

　簡単な質問でもいいからその答えについて何度も答える。

　それを一生懸命考えることが

ＩＱを上げる方法のひとつだとおもう。

　それについて、ことばや五感などをつなげていく。

　それを論理思考という。

　最終的に意味が合えばいいです。

　これは結構みんな全然出来ていません。
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　　　イメージのつくりかたは、

この本に書いてあることが参考になります。

「新福音書」

　共感覚トレーニングという

少々特殊な訓練法が書いてあります。

　感覚や特に視覚イメージをよりつかえるようにするには、

いちばんいいです。

　著者の苫米地英人さんは、脳機能学者の中でも

トップクラスなので、

書いてあることはかなり参考になります。

　アメリカのグリーベレーでつかうような

ＴＰＩＥプログラムの

新プログラム製作などにかかわっていたり、

ケータイ捜査官7の監修などをしていたりします。

「超人脳」

　論理思考のやり方は、この本わかりやすいです

　外国のディベートの方法について書いてあります。

　ディベートとは最適な答えを最短で導き出す技術である。

　ディベートの技術とは、

議論で相手を打ち負かす技術ではありません。

　基本は、

　　聞き手に理解してもらうことを意図した。

　　客観的な証拠資料に基づいて議論をする。

というのが間違えられやすいそうです。

　ディベ－ターはアメリカの政治を動かしていたりします。

　言葉を覚えるより

　まず、感覚でやり方をつかんで下さい。

　共感覚トレーニングをしていたりするとすごく重宝しますよ。

　ぜひ一度は読んでみて下さい。

　とてもいいものですよ。

　　これが出来るようにした上で

　　　プログラムをつくる方法

　を読むとプログラミングがわかりやすくなるかと想います。
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　　　AIプログラムとは？

（ハードにもなる）アイデア！

　ファジィな１つ１つがアナログを論理素子にして、

それをランダムに組み換えを行えるようにしつつ、

　ユーザーモデルとインターフェイスにより、

学習のアルゴリズムを使って、

　知識表現のアルゴリズムを言語処理のアルゴリズムとし、

試行錯誤と評価を用いて、

　もとの１つ１つのものを全体まで網の目状に区分けして、

同じように取り出して、さまざまなデータまたは、

データを構造から、プログラムを創り、それを用いて

　知能と同じような感じのコンピューターとして

認識ー推論ー判断ー行動ー確認・それらー認識

を繰り返しそれを複数行いつつ同じように

　先のものを使い積み上げていくと

知的エージェントになります。

　様々なレベルのプログラムを作成する

　様々なレベルのプログラムで

AIやその中のパラメーターを論理素子の一部として使って、

それを網の目状の繋がりとし中の論理素子を

　評価を用いて試行錯誤しながら状態探索して

状態簡易図を使って

最適経路、組み合わせ、多目的評価、

価値評価、コスト評価

などを使って

　知識表現を状態記述でマッチングさせて意味評価して

論理記述して音韻などで構文解析して

文の成り立ち、文の自動生成、

句構造文法の階層、格文法などを

使いコードデータを自動作成して

さらにそれをばらして

暗示学習、教示学習、分類学習、システムによる学習、

事例と距離と時間、パラメーター調整、評価関数、

教師あり、教師なし、

記号列の例示による生成規則、正例と負例、

類推による図形の例示　などの学習をして

それをAIのために

ユーザーインターフェイスとインターフェイスから得た
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学習者、行動モデル、ユーザーモデル、

知的 CAIシステムの学習者モデル、

知的インターフェイスのユーザーモデル、

挙動に基づくユーザー認証、

自律システムの交渉モデル、ユーザーモデルとユーザー意図、

知的インターフェイスなどを使って

　今までと同じように

それをAIの網の目状の繋がりとしてまた繰り返し続ける。

　普通はユーザー意図が理解し難いので

知的インターフェイスなどで

理解し易くしておくといいでしょう。

　ユーザー意図というのは普通は操作のことをいいます。

プログラムで自然対応可能のはずです

　理という文字に注意してください。

　ルールと基本ワード・記号のようなものが絶対に必要です

　だれでも文章データを打ち込む手間があれば

アドベンチャーの文字による人工知能は完成します。

　手間をかければ今頃は沢山あったはずです。

現在ならコンピューターがある程度なら出来ます。

　これを普通はゆったり見て考えてみるといいでしょう。

　必ず今までにないことが出来るはずです。

　まだ書き足りないのですが、

これはこの位にして置きます。

　動的プログラムは、判り易くプログラムをスクリプトや

ニーモックなどの様な明確でわかり易いプログラムが

中でどう動いているのかが分かると動的プログラムの類が

しやすくなります。

　例えば、C++などのような中の動きが解り難いものを

そのように作成して誰でも分かるような文法やエディットや

かたちにするともっといいプログラムが

沢山つくる事が出来るでしょう。

　中のコードがわかり易いようにするといいでしょう。

　中で自動作成するコードがどのようなものか
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わかり易いといいでしょう。

メーカーがある程度仕様を公開しいていればいいのですが。

有料だったら素人は手が出ません。

　他のどのプログラム言語、

言語も同じようにするといいでしょう。

　文法もそのようなものがいいでしょう。

　絶対これはエディターに

AI・アウトライン・ジェネレイト・コード・プロセッサー

が欠かせません。

　１キーでアルゴリズムを構成していくものが必要です

　基本は同じなので簡単なはずです

　これをつっくて無いと使えません。

　皆、ほんの少しで出来る場合があります。

これは、ロボットでもサ－ボモーターでも、

どのコンピューターハードでも、

今までや今あるものが使えるので、

AIカテゴリーチェンジなどで

制御することが出来ます。

ハードまでそのようになっていれば、

人工アンドロイド・ヒューマニック・タイプ

も創りあげることが出来ます。

自分の中では鉄腕アトムが現実上で動くものが

頭の中で完成しています。

　確かに２０００年辺りに出来ます。

　ただこれはエネルギーが原子力ではないので

解りにくいのかも知れません。

ヒントを言うと海上で跳ねて下にも衝きぬけて

つくることが出来ます

地上では無理です

ただの創造ですが

http://www23.atwiki.jp/koziro/pages/18.html

AIとは？
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このエディターは使いやすいです。

http://jp.emeditor.com/

EmEditor

http://cgi.netlaputa.ne.jp/~kose/LinuxWorld/

開発ツールとしての Emacs

http://www.kaoriya.net/vimdoc_j/index.html

Vim 日本語ドキュメント

どちらも使いやすいです。

わたしは、EmEditorを使っています。

Vimは、設定なしでも使えます。

Emacsは、使い易くしようとすると

設定が面倒なのですが、

そのままでも、メモ帳に比べれば

そうとう使いやすいです。

どちらも、スクリプトとショートカットと

プラグインなどがなければ簡単です。

ショートカットは覚えると便利です。

ＯＳ上の操作だけでも使いやすくなります。

たとえばCtrl+何かのキーなどの右クリックした時にある

アルファベットだけでも覚えた方がいいです。
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　　　今のＣＰＵやメモリに必要なこと！？

　積み重ねても、階層構造でも、立体構造でもいい。

　分子構造をかえてもいい。

　バスがシリアルでも、高速で中が複数パラレルでも、

丸ごと全部、パラレルでもいい。

　そのほうがＣＰＵコアや命令実行スピードが

いくら上がっても追いつくようになり

メモリアクセス　スピードは気にならなくなる。

　そうすれば、マルチコアやＣＥＬＬ、

マルチスレッド、などが有効活用出来る。

　キャッシュにも１次や二次などが要らなくなるかも？

　回路が単純である方が凄いものが出来やすいと思う。

　ＣＰＵに、スカラ、ベクトル、論理演算、ビット処理、

メモリアクセス、ジャンプ、比較などの命令の他に、

Ａｉに必要なメモリデータをカテゴリチェンジ、

整頓出来る様な命令があるといい。

　そのＡＩ系列の命令がもっと他にもあるといいかも？

　確か、ＣＥＬＬはベクトルを間接で

使うような処理（回路で）をしていた様な気がする。

　ＳＰＵのストリーミング処理は、

メモリがもっとあったほうがいい。

　ＳＰＵの数はもっと欲しい。

　実際８つあっても６つ動くだけだ！

（２つはもしもの時）

　ＣＰＵを創るなら短期的には

すぐにバージョンアップ出来る凄いもの。

　長期的には、資金を緩く入れて

かなり先のものを出来るだけ凄いのを設計する。

　中期的には、それぞれのメーカーで話し合って

それぞれが一番いいものを創ればいい。

　その為にＯＳメーカーなどに協力してもらい、

AI・アウトライン・ジェネレーター・コード・プロセッサー

などで様々な種類のものを１つのもので使える様に

するといいだろう。

　これは、私の中では仕様が

プログラムまで決まっているのですが、

完全なものは、手間と時間的に無理です。

　この先が楽しみだ。
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ＣＰＵ理解にはこれが一番！

人工知能やゲームプログラミングに関するPDFが手に入ります

http://www.igda.jp/modules/mydownloads/

国際ゲーム開発者協会

人工知能学会論文誌 (オンライン)から

PDFがダウンロードできます

かなり為になるので少し多めに

見るだけでもしてください

何かの参考になります

http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/

人工知能学会

この本は人工知能などのアルゴリズムの

基本がわかりやすくのっているので

是非見てください

ここに書いてあることも理解でき始めるとおもいます

実際はここに書いてあることの中に含まれる一部なので

よく考えて見てください

この内容がわからないと先へは進みません
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　　　ゲームは面白くてオススメです

　大手はノウハウを蓄積して

システムごとかなり効率よく造る事が出来るようにします。

　エディターやデータやコードや

音楽や映像やアイデアやストーリー等

丸ごと全部です。

　その上に常に新しいアイデアやものやことや経営など

常に考え続けて実行し続けて行きます。

　欠点は

やりすぎて

いいものが分かりにくくなってしまうことです。

　従業員にいくら注意しても足りないです。
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　　　PDFをテキストでPSP用の画像に変換！

「aozoraPSP」でPSPが無料で本代わりになる？

　ということですが

青空文庫形式テキスト以外にも、

クリップボードやメモ帳のように

テキストファイルなら、何でもPSPが本の様な感じで

　PSPで音楽でも聞きながら読むことが出来ます。

　いらない無料メールアドレスを用意してから、

無料レポートサイトから

好きなPDFをダウンロードしてきてから

「aozoraPSP」で

　まとめて、PSPで見られる

PNG形式の静止画ファイルに変えてから

PSPの PSP-PHOTOフォルダに出来上がったフォルダごと

入れると後はそのままPSPで見ることが出来ます。

　ちなみにPDFは読みやすい

文字レイアウトになるとは限らないのですが、

ただ読むだけなら差し支えありません。

（向きが変わったりする）

　これをするだけで、メモリスティックの容量さえあれば

PSPが携帯の書庫代わりに変身して非常に便利になります。

　ただバッテリー残量が気になりますが・・・

「aozoraPSP」はここで無料でダウンロード出来ます。

http://kumacloneblg.cocolog-nifty.com/blog/

ソフトウエア倉庫

http://www.aozora.gr.jp/

青空文庫</a>

Ｇｏｏｇｌｅ等でメールアドレスをこれ専用に作ると良いです。

無料レポートサイトは沢山あるので各自で探してください。

http://report-gps.com/

レポートＧＰＳ

http://mailzou.com/

メルぞう

人工知能やゲームプログラミングに関するPDFが手に入ります

http://www.igda.jp/modules/mydownloads/

国際ゲーム開発者協会
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　　　これなんかはいいと思います。

プログラミングを簡単に凄いものをつくるには、

この方法が一番！

　読み始めは、

全体をさらっと流し見してから、読むといいです。

つくった本人か、それにちかい解説をしているものが

最初はいいです。

デザインパターンは、アルゴリズムの基本のひとつです。

ブーストライブラリなどは、

あるとアルゴリズムをつくる手間が減ります。

そのかわりにコンパイルに時間がかかります。

プログラムをつくるときは、

完成した動きを明確にイメージして

データ構成から、アルゴリズムから、

全体の構成から、局所など、

全部　頭の中で、完全につくりあげてしまいます。

それからゆっくりプログラム言語にあわせて

文字合わせしていきます。

慣れないとそのワードがわかるまでに時間がかかります。

だからひとつでもコード照合できるように

学習しておくと便利です。

これは、プログラミングにかぎったことではありませんが

コンピュータープログラミングでは、

基本事項のうちのたったひとつです。

これがわからない人が多いので企業が

最初の企画段階から仕上がりまでやりにくくて、

いいコンピューターソフトが全然出来ていないものがあります。

このことは、なんにでもあてはまるので

注意したほうがいいです。

自分も、注意しきれないので普通は難しいみたいです。

とにかく、少しでも出来れば便利で後が楽になります。

なかのコードを複雑にしないで

わかりやすく作成するといいでしょう。

　文法もそのようなものでいいでしょう。

　なれると少しずつ出来るようになってきます。

　基本は、同じですから学習は変わりません。

　少しでも、何かを知っていると使い易くなります。

　それは、ほんの少しの場合が多いです。
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　本は、斉藤英治さんの

　　　「王様の速読術」

の方法を読むと読みやすくなりますよ。

人工知能やゲームプログラミングに関するPDFが手に入ります

http://www.igda.jp/modules/mydownloads/

国際ゲーム開発者協会
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　　　地球の動きの関連とは？

地球の動きの関連

気圧が低ければ、気温が低く、水分が多くなりやすい。

気圧が高ければ、気温が高く、水分が少なくなりやすい。

海からの気圧や、水分の動きで、変わる。

陸から砂などで　埃、水分が変わる。

それによって、最近などのいろいろなものも動いたりする。

例えば、花粉とか、病原菌とか、

大気圏の外が光が入りやすいように変わると

（例えばオゾン層など）。

その中（つまり下）が少し暗く集まり、

光のようなものが真ん中辺りで少し上から下にすじのように、

ちょんとなる。

ついでに中がぽわ～んとほんのり光る。

上が点の強い光だと中が、さあ～　さあ～　さあ～　となる。

冬の場合、

地面すれすれで　＿＿＿　となるような時がある

（これが風の時がある）。

冷たい水をおいたような感じの場合、

曇ったり雨が降る時がある。

これは、科学で説明することも出来る。

風水でよくある表現です

海流は、南極からいろいろ通って北極からまた南に戻る。

生物などもそうなる時がある（移動する時は別）。

地球の地形を見ると分かるが、

海流などでも、気圧の動きでも、電磁波でも、

分かるが、多分地球の内部もかなりそうだが、

地層の動きもそれを見た通りだ。

普段、人間にはなかなか感じたり、出来ないものがかなりある。

テレパシー・自然の感じ・時間・

リアルワールド外・スペース・次元内・次元外などさまざま。

魔法のようなのを人間に出来る科学のようなものするなら、

マシン・を人間の人体から発生する全てにあわせて、

一つ一つと　使用法に応じて構成する。

一つではなく、二つでも３つでもいい時がある。
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コンピューターは、チップを上に重ねても、立体にしてもいい。

または、電磁波や熱などのカオスの影響で、

中の動きがうまくいかない時ある、その時は方法の一つとして、

人間の脳のように、

波長を低くしてゆるく同調するといい時がある。

同じように、分子や原子、ミクロやマクロの部分を変えると、

分かる構成などを変えただけででも　うまくいく時がある。

メモリもスタンダードやシリアルだけでなく、

マイナーやパラレルもあってもいい、

人と違う違うかたちでもいい。
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　　　先端技術について

まず、ソニーのＰＳ３など。

あれは、ＯＳとキーボードをつけて

適切なアプリケーションがあれば、

各ユーザーで何か作ったりしたり出来るので、

それをインターネットサイトや店や何かの交流などで

分けることが出来れば確実に違ってきます。

ただ、人によっては金銭が受け取れないと

生活できなくなるので

そこだけはサポートします。

ＰＳ３などの場合はメモリの容量に合わせ

ＯＳを作れば大丈夫です。後は使用法だけです。

昔はやっていられたのでいけます。

ただ、ＯＳの規格は同じ何かだけです。

出来るだけ多く共通であったほうがいいです。

ＴＲＯＮのように、トヨタなどが使って違った例もあります。

ＣＥＬＬのようなもののほうですが

あれはメモリが完全パラレル－パラレル－パラレル－

になっていればストリーミングやキャッシュが活きます。

それでスピードやストリーミングメモリは大丈夫です。

長期のほうですがまずはベクトルをパラレルにして

コアとかいう考えを１コアの中では

外して考え複数の計算を行います。

本当のベクトルコンピュータとは、発想が違うので注意です。

本当はＯＮ、ＯＦＦの２つではなく

３つにしたほうがデジタルビットはうまく行きます。

ルール変更も可能とします。

メモリ上のデータどうしも

その類に合わせて計算でも何でもいいので

カテゴリーをチェンジ出来るようにします。

この時点でＡ・Ｉを創ることが可能となります。

本当はＬＳＩの中は高周波の重なりがありすぎているので、

人間の脳のように低周波の同調で

いったほうがいい場合が多々あります。

量子コンピューターでいえばデジタルをアナログにする。

要するに１つ１つでは不確定でも多くはあれば

あれほどに確定します。

あとは同期させるだけです。
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普通は調整は難しくは無く、時間がかかるだけです。

これで今までの方法を入れてあげれば

現在形の量子コンピューターは出来ます。

これで１度に複数の答えが出てくる

推論しやすいコンピューターが出来ます。

ここで、１つ例えば記号着地問題やフレーム問題、

データ問題、動的問題など列挙すればきりがありません。

勿論、うまくやるのはいいのですが

実際、問題は問題とせずに

そのまま使ってしまえば実際はぜんぜん

関係ありません。

このように考えていけば量子コンピューターなどの

先端技術は出来ていきます。

これで１つ進化可能となっています。

私の中では、すでにそうなっています。

車ならＦＦ７のバイクのようなものが

小さく大きくあれば違います。これは、

傾きや起き上がりをマシンがオートで行えばいいのです。

こういうのは他にも使えます。

例えば、家庭内でも全てのものをオートにするためには

１つサーバーのような

コントロールタワーのコンピューターが必要です。

その時、無線ＬＡＮは一部、外に開放出来るシステムにすれば

特に都市部などでは電波に困らなくなるはずです。

電波の混乱はすでに解決済みなのでその辺りは大丈夫です。

そうすると、今度は携帯電話の電池を長持ちするようになると

一つ一つがストレージやサーバーになりやすくなり

様々なサービスが可能となります。

エネルギー関連はほとんど全てがそうなのですが

一つ一つの共振現象の連なりでなっているので

それが各人が確認出来ればなります。

これは無限エネルギー理論の一部です。

重力がそれそのものなのです。

初めて見る言葉かもしれませんが

これは、考えて出した解答です。

ところで交通に関するルールなどですが日本では変えないと

最新技術が使いものになりませんよ。

他も同じようなものなのですが。

知識がそうです。
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所々のルールはきちんとしないとできませんよ。生活自体が。

これはゲームや文学や芸術や音楽などの

想像ものには完全に使えます。

こららの人たちの方がこのことは

わかり易いとおもいます。

いい方たちは支援したほうがいいですよ。

現在これは他にはないものなので。

コンサルティングでこれを行った場合

１回６～８ケタ受け取れます。

効果がかなり大きいので。

金銭で言えば法外なほどに効果です。

例えばピアノや歌や脳機能訓練にしても

このような簡潔なわかり易い普通となってしまうものは

普通は本人は時間かかっても

金銭価値がゼロになるので一部の

認める人材にしか教えないのです。

よく昔から家系や人脈、遺伝というのがそれです。

分からなけれ姓とメディアに出ている方でもみれば一発です。

ただし、本人はそれがよく分かってない場合があります。

私のように一般から突然できてくるものもたまにあります。

きちんとした人は気持ちや気分が違うので

わかり易いとおもいます。
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　　　社会システムについて！

社会は複合社会システムがいい！

歴史上の社会システムは

私の考えでは

欠点や短所は全部消せます。

長所や良心、良縁、良策、良師、良案などは

結構ほんの少しの変更で

使える社会システムになります。

それに新しい社会システムも

いくつかおもいついているので

それらも全てつかえるはずです。

全ての社会システムを良好に使えば

完全複合社会システムが完成します。

そうすると、ただ自由でも

そのまま生活することができます。

経済や法・論なども、

それをそのまま使い過ぎている。

社会体制などもその時有効であって後は別だ。

例えば、生物が違うだけでも何故か分かる。

地球以外生物が違うだけでも何故か分かる。

生物以外でもスペース上の何かでも同じだ。

過去でも今でも未来でも、別の地方でもいい。

場や地が変わればそれは違う時がある。

それは、人により違いがある。

コミュニケーションだけでも、違いがある。

それは、人によって違う。

お金や人や物ではなく、生活と違ってそれでいいものがいい。

共通のものもある。違いもある。

刺激が強すぎれば弱く、速すぎたり無理なら、

ステップを飛ばない程度に緩く、

考えるなら自分で思うよりも間をあけてもいい。

疲れがとれるような感じは、常にあったほうがいい。

人に罰を投げかけるとよくないことがある。

昔からその時その時その先に向かって

うまくいくようにしてくれている。

それは、その先にうまくいくようにしてもいい。
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昔の人が伝えた中には今に役立つものがある。

今の人でも同じ。

未来でも同じ。

時には、悪いも善いもそのままでよい。

できれば、悪いが善いになっていくほうがいい。

　　　　　　悪いがなくなるほうがいい。

　　　　　　　いいになっていくほうがいい。

　　　　　　疲れがとれるほうがいい。

できれば、他がよくなるとよい。

人生は、時には何もせず休む時もある。

気を取り直したら、

その先　生きていけるように全て用意しておくのもいい。

少しずつ、休みながらいろいろみたり、したりするのもいい。

その内なにかみつかるだろう。

はっきりいってここまででは全体の一瞬
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　　　理想のコンピューターとは？  (脳機能の使用法とは？）

ＡＩ・データ・カテゴリー・チェンジ・

　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＰＵ・コンピューター

マルチ・パイプライン・パラレル・メモリー　集積型　立体型

単純万能工作機械複雑改良型

ノートタッチパッド　マウスコントロール型動画カメラ２Ｄ

３Ｄ空中操作コントロール入力

光方向コントロール３Ｄスクリーン

音位置コントロール３Ｄスピーカー

音位置入力マイク

ついでに　キーボード、マウス、タッチパッドドスクリーン

有線・無線　ＬＡＮ　インターネット

外部ユニットコネクタ用コネクタ　を１つにする。

コンピューター内でＯＳをまったく別に動かす（２つ以上）。

片方動かし続けて建物内機械制御に使う。

（出来ればいざという時の別々に動くＯＳがあってもいい）

ＨＤＤを振動なしでも動く、速いＳＳＤなどにする。

それを複数使う（2つ以上）１ＣＰＵコア数以上分プラス
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　　色から音からコンピューターから

他にそれが出来るようにする

色相を音階に

色彩を音程に

それらを音の複合アンサンブルにプラスして平面位置にする。

レイアウトを全体バランスにする。

　　　共感覚映像完成

音理論を色にあてはめ、

デザインバランスのとれた動画（共感覚映像）

とAI作曲を使って音と映像から音をつっくて（音色から）

　　　（音色も映像やデータのパ－トにする）

作曲する。

数値計算も一緒にする。

音楽ソフトに組み込めばアマでも

プロでも初心者でも使えるものとなる。

後はソフト自体がわかり易い操作で

アウトライン・コード・ジェネレーターのようなものを使えば

簡単に音楽が出来る。

これは本当に簡単に出来上がり過ぎて

これの使い方を間違えてしまうかもしれない所だ。
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　　　普通止内制止がかかる。

気分が悪くなる。

その時は、リラックスして緊張と

ストレスをなくしてする必要があります。

役に立つようなことがそう思えないなどのような時がそうです。

共感覚を使って作曲や芸術を創る時は、

まず、たとえなんとなくであっても

５感を他の5感たちに移してあげる必要があります。

例えば、音楽なら１つの音のラインを楽譜のような感じで

１つ１つ複数動かして

感覚的にそれでいいという位置にし続けて

リアルタイムで初めは音楽などを聴いて

中で動く映像にしていきます。

初めのうちは1度に多くは出来ないので少しずつ行います。

慣れてきたら方向や位置や色など5感も色々混ぜて

複数の音楽や映像や絵やその他

情景やストーリー

または自分のなかで出来るすべて

それを何かに合わせながら

または何もなしで

なにかありで

だんだんと急がず慌てず

少しずつ出来るようにしていきます。

たまに出たら目にやって見たりすると

先のようなことをしている場合

なぜか出来ていく時があります。

まずは、その何となくでも

だんだんとわかるような感じで

何処かで出来ていくのがいいのです。

まずは、何かよいものにあわせて

行うのがよいでしょう。
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そのほうがうまくいきます。

これは脳機能の共感覚訓練の１つです。

実際自分自身でいつの間にか何となく

やっていていつの間にか

出来ていたものなので

私には完全に使える方法です。

ただ、これには個人個人によって

向き不向きが

時間の掛かり方だけでも色々あるようです。

これは、イメージ出来るようになってくると

いきなり体か脳か何かが動いて

例えば、ピアノの訓練などの場合

基本がある程度出来てくれば

ピアノ自体を抜いていきなり

手が動く場合があります。

天才にはたまにあるようです。

これは、武術やスポーツ、楽器演奏などの

体を動かすことや

頭の中ですること

ほかにも感覚や

わからない感覚や

わからないなどが

明確に出来てくる場合があります。

ここで１つ注意事項なのですが

現実が実際に会わなくなるのが

わからなくならないように

程々で人格ごと注意することです。

これが天才と狂人、馬鹿の

ほんの少しの差と呼ばれている

違いの原因の1種なのです。

それは

わかるものは

わかるのですが

本当にほんの少しの差であります。
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皆さん、やる気があるなら

無理のない程度に

励んでみてください。

これには個人差があるということを

忘れずに頑張ってください。
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　　　キータイピングについて

キータイプは、一般にある難しい方法を行わなくても

簡単に出来るようになります

まずは、日記でも打ちながら

キータイプは、１つ１つ見ながらだんだんと

出来るようになればいい。

打っている最中はずっとキーを見て打ち、

打った後画面を見てもいい。

だんだんと指が動くようになればいいのです。

例えば、人差し指だけで打つ。

出来るようになったら人差し指と中指で打つ。

この辺りで両手で同じようにする。

そうして最終的には全ての指で自由に打つ。

ただ動かすだけで打つようになる。

出来ればたまに見ないで打てるようにする。

普通、難しいのは訓練法に気づかないからです。
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　　　頭をかなり使うのにはこの方法！

たとえばビジネス、理論、ノウハウ、

成功法などのいろいろな知識

初めは、そのとおりにして考えて、

そうぞうしたりして、試したりしてみる。

　そのうちにいろいろ自分なりのものが出来てくる。

　いい、わるい、など　いろいろ

軽くイメージしてみてどれがいいか

少し休んだり、間を空けたりして、

なにか　かえたり　かわったりして

自分なりの、なにかいいものが自然にあるようになってくると

今までと、違うようになります。

　

人によって違いがあるのは当然ですが、違う同じもあります。

　いろいろ人や自分その他かいろいろあるとおもいます。

気分で随分違ってきますので、それだけでもいいとおもいます。

　まずは役立ちそうな、ものからみたりきいたりして

それから全体をさらっとどのようなものがあるのか見てから、

そのあと、よいとおもうものを自由に気ままに、

得ていくのがいいと

おもいます。

とにかく、初めはただ音を流すだけでいい。

これは、ノウハウとしては最小限にわかり易く

要点がまとまっています。

これはビジネスに限ったことではありません。

とにかく何でも今すぐ試してみる、これが重要です！！！

試すだけ、みるだけ、聴き流すだけ、

弱く感じてみるだけ、は簡単です。

とにかく試してみることが大切です

これは良いです。

私はこれと同じようなもので役に立ちました。
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　　　　脳をおもいっきりうまく使うのには、 これが一番いい！！

スムーズに素直に考えが出てくる

初めはなんとなくのまま

慣れると

イメージでなんとなく声が口で出来る

普通の速度は確実に簡単になる

ただし

慣れるまで人によって

かかる時間が違います

やるとなぜか出来るようになってきます

　ただし、普通は内制止がかかって

気分が悪くなったり、やる気が無くなったり、いらいらしたり、

などのようなことが起こる時があります。

　役に立つようなことがそう思えないなどの様な時がそうです。

　その時は、リラックスして緊張とストレスをなくして

する必要があります。

気長だと大丈夫

頭の回転がよくなる

自分は、３２倍速シャドイングが出来た

そしたら、英語でも

１６倍速シャドイングができる様になりました

これは、お奨めです！！

やれば出来る。絶対できる。自分は出来た。

誰でも出来る様になる。

試しにやってみればわかる。

あとは使い方次第です。

とにかく、初めはただ音を流すだけでいい。

試しにやってみればわかる。

これは使い方次第です。

とにかく、初めはただ音を流すだけでいい。
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　僕は、これで以前よりもさらに、

かなり頭が回転するようになり、

ついでに武術も基本を２５年続けたたのと

理論が頭の中の潜在意識まであるので、

やっているうちに、かなり出来るようになってしまいました。

　たぶん、一人だけでしていて、

こうなるパターンも少ないかもしれません。

　気長にいくと、いいかもしれません。

　普通は、一年位で一様の効果が出ます。

　すぐに、凄い効果を求めなければ、かなりいけます。
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　　　成功の９ステップ

幼少の頃から経済的に両方の経験をしている

ジェームスは、

お金について成功している人とそうでない人の

「違いをもたらす違いは何か？」

(DMD:Difference That Makes Difference)

に注目しました。

個人と企業の成長に必要な究極の技術を凝縮して

系統立て、シンプルにわかり易くまとめたものです。

成功の９ステップの予習または復習に最適です。

CDを通して、成功の９ステップの各ステップを

丁寧に解説し、生活の変革を指導します。

今まで勉強した技術やスキルの集まり

変わる予感が湧き上がってきます。

出来るのと出来ないのとのまたは他の何かの

「違いをもたらす違い」

などの手法を分かりやすく説明し、

生活の変革を指導します。

    * step1.決断…決めやすくする

    * step2.学習…簡単に学ぶ

    * step3.健康…健康になる

    * step4.感情…いい気分になる

    * step5.目的…夢が現実になる

    * step6.結果…気持ちどおりになる

    * step7.行動…行動し実践してしまう

    * step8.改善…よくし続ける

    * step9.リーダーシップ…人々が自分の夢に参加してくる

これは本物です！

この内容に対しては安いです！

ノウハウがかなり詰まっています。

買って損はありません！

成功哲学のナポレオン・ヒルプログラム

（高い！！！）

が高くて駄目ならこれです！
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成る人は素直に

成ることを行うので

何処かで何かのかたちで

成って行きます。

そして何かが出来ればいい

あの「成功の９ステップ」で有名なジェームス・スキナーの

ＣＤを無料で欲しい人は他にはいませんか？＞クリック＜

http://123direct.info/tracking/af/121930/iUCDRiZF/

無料と言っても、送料９７０円がかかります。

そのためクレジットカードの番号を入力する必要があります。

それから、ＣＤを申し込んで１ケ月たつと

自動的に成功研究会を継続したことになって、

２回目のＣＤが送られてきて、

それは、しっかり有料です。

もし、あなたがこの素晴らしいＣＤを

有料でも良いから聴きたいなら、

そのままで結構です。

しかし、２回目以降の有料ＣＤはいらないならば、

無料ＣＤを申し込んでから

１ケ月以内にキャンセルする必要があります。

キャンセルの方法は・・・FAXとメールの２つの方法があります。

FAX：06-6268-0851まで、解約FAXをしてください。

メールで解約する方はこちらの解約フォームからできます。

http://www.123marketing.jp/support/support_kaiyaku_jms.htm

キャンセルを申請すると、

だいたい翌日には受付のメールが来るようです。

ジェームス・スキナーの無料ＣＤを申し込んでみませんか。

これで分からなければ

結構答えが書いてあるはずです。

買って損はありません。
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ジェームス・スキナー(James Skinner)

 プロフィール

（経営コンサルタント・社会評論家・ビジネス作家)

アメリカ合衆国生まれ。19歳のときに来日。

早稲田大学で国際ビジネス論を学び、

世界最年少のアメリカ合衆国外交官、ＮＥＣ、

社会経済生産性本部、財務広報コピーライター、起業家、

アメリカ最大級の研修会社フランクリン・コヴィー社の日本支社長などを歴任。

ベストセラー『７つの習慣』を日本に紹介したことや

NHKにおける論評家活動、

ベストセラー『成功の９ステップ』（幻冬舎）

の著書もよく知られている。

現在、有名経営コンサルタント、人気セミナー講師、

ベストセラー作家、

一回の指導だけでも劇的な変化をもたらしてくれる

成功コーチのスーパースターとして確固たる地位を築いている。　

経営指導やセミナーの手法は

同業者が嫉妬するほど特徴的なものになっており、

 そのエネルギーの高さも大きな話題を呼んでいる。

しかし、何よりもジェームスの特徴になるのは、

 その深さと顧客企業や個人に

「成功してほしい」

という思いの強さなのだろう。

どんなに時間がかかっても、

 実行できるところまで導き、

一緒にその成果を喜んでいる姿に心が打たれる人は少なくない。

セミナーや経営指導の仕事以外にも、

ジェームスは日本、スイス、イギリス、

香港、中近東、アメリカなどの各国において、

金融や健康関連ビジネスの経営に携わり、

社会に対する貢献を広げている。

　また私生活においても、

作曲・作詞、ヘリの操縦、

スノーボード、ダイビング、サーフィン、

合氣道などの武道、絵描き、旅行、読書などの趣味の広さも、

ジェームスの人生に対する積極的な姿勢を物語っている。

ジェームス・スキナーとロバート・キヨサキ氏

ジェームス・スキナーと高野登社長

ジェームス・スキナーと竹村健一氏
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ジェームス・スキナーとゴルバチョフ氏

「金持ち父さん 貧乏父さん」著者

 ロバート・キヨサキ氏と共同講演会

リッツ・カールトン・ホテル

高野登社長との対談

竹村健一氏との対談

ゴルバチョフ氏との会談

ジェームス・スキナーは、

今まで多くのマスコミに取り上げられており、

 経済・ビジネス・金融の評論家・戦略家・

コンサルタントとして、

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞などに多数出演しております。

ジェームス・スキナー出演番組一部

    * 幸せをつかむTVセミナー　成功への９ステップ

    * ビートたけしのＴＶタックル

    * CNN　世界ニュース

    * NHKBS１いきいき首都圏

    * NHKニュース

    * NHKビジネス英会話

    * BSジャパン　ほね、ホネ、本音

    * SKYPerfectTVビジネス・ブレークスルー

    * テレビ朝日Jのこだわり

    * テレビ大阪おしゃべり経済Q

    * NHK外国人による日本語弁論大会

    * 札幌テレビ道産子ワイド

    * NHKラジオ ＮＨＫジャーナル

    * 文化放送　世相ホットライン

    * 東京 FM　ウィークエンドマイスター：よんぱち

出演番組

全世界に報道されたCNNの報道

出演番組

最近の取材記事一部

    * 日経ビジネス　３月１５日発売号

    * BOSS　　３月２２日発売号

    * エコノミスト　３月２３日発売号

    * 夕刊フジ　３月２４日発売号
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    * 経済界　４月６日発売号

    * 産経新聞　４月１９日発売号

    * TYPE　５月 １０周年 特別号

    * 秘伝、DIME、SAPIO、他

ジェームス・スキナーの主催のセミナー

成功の９ステップ

リーダーシップ

１００年の運命

経営者育成塾

ビジネスマインド

愛の億万長者

講演会やセミナーでたくさんの超有名人と

講演をともにしています。例えば、、、

    * 元米国副大統領アルゴア

    * 元ソビエト連邦大統領・

ノーベル平和賞受賞ミハイルゴルバチョフ

    * 政治評論家竹村健一

    * 「金持ち父さん貧乏父さん」の著者ロバートキヨサキ

    * リッツカールトン日本支社長高野登

    * 東京ディズニーランドの生みの親、堀貞一朗

    * 1億冊突破の超ベストセラー作家

マーク・ビクター・ハンセン

    * 700億円企業フランクリン・コヴィーの創立者

ロイス・クルーガー

    * 人気歌手、作曲家、元型心理学の世界的権威

エドウィン・コパード

などなど、世界的に有名な起業家・政治家・学者などが

ジェームススキナーと共に講演をしています。

ジェームスの指導または研修導入組織の実績例

マイクロソフト

トヨタ自動車

日本マクドナルド

日本アイ・ビー・エム

日本電気

三菱電機

米国海軍
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米国陸軍

米国海兵隊

オリエンタルランド

伊藤忠テクノサイエンス

ザ・リッツカールトン・ホテル

アサヒビール

四国電力

タダノ

メリル・リンチ日本証券

ソニー

社会経済生産性本部

三井不動産

石川島播磨重工業

オリンパス

ジェームス・スキナーのことは知っていますか？

彼は今まで、経営コンサルタントとして

１００社以上の大企業や政府機関を指導し、

自分自身でも３０社以上の会社の経営をやってきた、

正真正銘のビジネスのプロです。

彼はまた、ほかの人の成功をサポートすべく、

彼自身が確立した成功法則を、

セミナーや書籍、講演などを通じて、

多くの人に広める活動を積極的に行っています。

実際、たくさんの著名人が、

ジェームスの影響を受けて成功しています。

例えば、、、

■リッツカールトンホテル日本支社長の高野登さん

■１００万部のベストセラー「鏡の法則」の野口嘉則さん

■極真空手全日本空手道選手権大会

１３，１５，１６回重量級優勝の志田清之さん

■ドクターシーラボ・ネットプライスモールと

１００億円企業を２社も上場させた池本克之さん

■セミナーズ代表「お金の聖書」の著者清水康一郎さん

■「初対面の1分間で相手をその気にさせる技術」の著者朝倉千恵子さん

■ベストセラー「宝地図」シリーズの著者望月俊孝さん
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■「儲けを生み出す悦びの方程式」の著者小阪裕司さん

■「脱・どんぶり経営」の著者和仁達也さん

■「感動力」の著者平野秀典さん

■１０万部のベストセラー「加速成功」の著者道幸武久さん

■「一瞬でキャッシュを生む！価格戦略プロジェクト」の著者主藤孝司さん

■２０代で年収1億円のベストセラー作家川島和正さん

■ソニー生命トップセールスの林正孝さん

■福島大学教授、スポーツメンタルコーチの白石豊さん

■「生年月日の暗号」の著者佐奈由紀子さん

などなど、書きあげていったらきりがありません。

以上

これらの内容は変わる場合があります。

これで足りなければ後は静かで穏やかな優しい気持ちです。
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そしてこれが初めの現代の成功哲学です。

ナポレオン・ヒル　プログラム

（ＳＳＩ（もとはアメリカの財団になった））

よく感情制御といいますが

もとの人間の気持ちがしっかりしていれば大丈夫です。

わたしは、これらのものに助けられて

小さな頃から教材や百科事典や書籍やメディア等

ひとりで

様々なものを学ぶことが出来ました。

ひとりなので時間がかかってしまいました。

皆さんはあまり時間のかからないように

周りをよく見て学んでいってください。

その他に聖書や仏教などがあります。
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　　　一般財団法人ＢＷＦジャパンとは

米国に本部を置く、

世界の教育の高度化を目的とした非営利団体です。

活動の主な目的は、

世界中の子どもたちと、

子どもたちに関わる人たちすべてに、

「人生の可能性の開き方」を広めていくことです。

活動の拠点として、

事務局が日本に設置されました。

ビジョン

戦争と差別の無い世界の実現

地球上のすべての人たちが、

それぞれの夢に向かって生き生きと暮らせる世界の実現

目　　標

１．人種や国境を越えて、

共同して生きる次世代のリーダーを育成する

２．環境問題、人権問題、貧困問題など

世界の諸問題に応えられる人材を育成する

３．一人ひとりが

自分の真の夢を見つけて

実現していくためのあらゆるプログラムを開発し提供する

役　　員

代表理事　苫米地 英人

理 事　Lou Tice(ルー･タイス)

理 事　Jack Fitterer(ジャック･フィテラー)

理 事　Monica Arriola(モニカ･アリオーラ)
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　　　PX2プログラム

（PX2は BWF本部直属のBWFジャパンでのみ提供しています）

PX2は教育プログラムです。

２～４日間で受講するプログラムです。

受講には規定の料金がかかります。

※学校単位で受講される場合は、

受講日数や受講料が異なりますので、

事務局までお問い合わせください。

プログラムは12のステップに分かれており、

DVDとテキストを併用することで

楽しく学べるよう構成されています。

以下は12のステップのタイトルです。

STEP1 「いつのまにかできあがった私の考え」

～脳と心の成り立ちを知って自分の未来を開く～

STEP2 「誰の言葉に耳をかたむけるのか？」

～自分？それともあなたをとりまく人たち？～

STEP3 「マインド（脳と心）のしくみ」

～行動の決め手となるもの～

STEP4 「目標に向かう推進力」

～あなたをコントロールしているのは何？～

STEP5 「行動の傾向と習慣を変える」

～情動記憶のおとし穴～

STEP6 「信念ができあがる過程」

～なりたい自分は自分でつくる～

STEP7 「私には価値がある」

～素直に受けとめよう～

STEP8 「コンフォートゾーンを広げよう」

～心のイメチェン～
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STEP9 「夢へテイクオフ」

～未来は考え方しだい～

STEP10 「望む未来は目の前にある」

～成功への楽々フリー・フロー ～

STEP11 「人生の主役になる」

～ビジュアライゼーションの威力～

STEP12 「動機づけ」

～すべては自由意思～

この言葉を意識して読んでみて下さい。

普通未来をイメージしますが

過去のそれをイメージしてもいいのです。

その意味にならなければいいのです。

PX2ファシリテータートレーニング（FTトレーニング）

PX2ファシリテーションを行う

指導者（FT)の養成プログラムです。

PX2を受講済みの人が対象です。

FT資格取得後、BWFジャパン本部の要請を受けて定期的に

PX2ファシリテーションクラスを

指導することが可能な方に限られます。

FTトレーニング受講後は、FT勉強会で研修をし、

選考試験を経てFT登録をすることができます。

FTトレーニングの受講料は無料です。

世界資格が必要です。
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　　　平和で穏やかな時とは？

自分と他人のよくないことが減るように

自分と他人の　やりたいこと　が増えるように

事実を確認して思い込みはしない。

全てが負債が無いように利益が出るような事をする。

精神的、肉体的、経済的、社会的、全てについて！！！

世界を活性化する。

全ての生活の底辺の底上げをする。

町おこしというのは考えてみると結構簡単だ。

でも、普通はそこまで思いつかない。

（これには深い意味がある。よく考えてみてください。）

出来ないと思っているからだろう。

考えてみると全て可能だ。

結構簡単に出来ることがわかる。

それそのものそれらに関する

情報や本など様々なそれ以外にも必要な

情報や理論、感覚なども必要だ。

それに現地を見て得た情報ある程度は事実の情報が絶対必要だ。

大きく考えても小さく考えてもどちらも可能だ。

要は行動出来るか如何かだ。

綿密な計画を立てよく準備をして素早く行動すれば簡単に出来る。

その際の最悪の状況に対応出来るようにしておくことが必要だ。

人の運勢にもサイクルがある。

成功にもその途中経過に法則がある。

それがわかっていれば対処可能だ。

全て事前に予測出来て対処可能だ。

全て可能だ。

たぶんやる気になれば全て出来る。

これからは知識共有の時代だ。

経済（かね・モノ・サービス）（知識）の流れ

この知識のというものでこれから大きく変わるだろう！

知識は他のもの（かね・モノ・サービス）に

結びつきにくい性質がある。

それを常に頭に入れておくこと、であるだろう。
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　　　　　　　　　　　平和で穏やかで幸せな楽しいとき

ゆたかですか？

ストレスによる、体が発するサインに気づこう！

だめでもだいじょうぶ

わるくてもよくなる

いいことはなくならない

それでよい、それでだめ、それでいい、それ、それ、ん、
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　　　ストリーミング

動画の画面を

試すとどのようなものか分かります。

他にも色々いじると何がどうかが分かります。

とここまで

上のをよくいじってみてから

一番下の規約や説明

注意書きのようなものを読んでみてください。

または公式の他のサイト

を見ると分かるのですが

こういうサイトを創ると

Google などの大手に買ってもらえるときがあります。

ストリーミングなどのサイトにいって

見ると分かるのですが

こういうサイトを創ると

Google などの大手に買ってもらえるときがあります。

例えば、ニコニコ動画などもうまくやればそうなのですが

あそこはクリエイターを育てるのが目的なので

方針が違うのでそうなっていません。

Google は限界効用の逓減が働いて

売り上げに対する粗利が違うのです。

普通は６～９割を目指します。

それも長期短期関係なく（基本的には長期を目指します）

商品にあわせて広告を広告主に決めてもらったり

相談にのって貰ったりして

広告をだす場所などを決めるのですが。

（他に悪影響を与えるものは排除されます。

社会常識で考えれば判り易いです。）

データをとるために無料ソフトなどを

人にとても便利になるように使い続けてもらい

サイトにも毎回アクセスしてもらって

様々なデータを取ります。

たまにデータをアップするのでわかるとおもいます。

例えば検索なら１台一台のサーバーとなる

パーソナルコンピューターに

一台１台違う検索方式を入れて

検索データを造りあげます。

それらのデータは全て

事業の純益に役立てます。
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ちなみに約２００万台

サーバーとして自社で使ったとすると

個人のパーソナルコンピューターを

サーバーの負担をはずすようにして

個々のコンピューターで

約２０００万台のサーバー負担分を

引き受けます。

日本だとあまり見受けられないので

全体の割合からすると現在それほど多くないようですが

大手だとよくあるので無料は使ってあげた方が

どちらも得です。

一番いい物を使えば次もまた

さらにいいものが出てくるのでいいかも

知れません。

一度無料ソフトなどを調べてみるといいかもしれません。

ですからGoogle は政府などに手を貸せないのです。

検索にはブログやアダルトなどの無効になりやすい

サイトは外して検索出来ると便利です。

便利すぎるサイトもあるのですが

ほとんどは駄目なのです。

検索する上ではの話です。

検索には様々なものがあるので

調べてみるのもいいでしょう。

私が検索システムを創るとしたらこう創ります。

まず、１つ１つのパソコンサーバーを

１つ１つ全て１つ１つが全く違う検索システムを使い

全てを構築する。

そのためのデータは様々なものからとる。

たったこれだけです。

簡単すぎます。

ただ時間だけは異常にかかる事になってしまいます。

このような仕組みを使っているサイトは大手だとよくあります。
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　　　メディアについて

メディア、

例えば

ＴＶ局。

赤字になるとしたら。

広告などの料金が足りないから。

普通はＴＶ等の広告は広告料としては不等です。

ですが実際は寄付と考えるべきです。

受け入れてもらえないのなら

人々に明確に説明してしまえばいいのです。

それは人に役に立つのだから

成り立たなければ援助してあげればいい。

その全体に対して善くすればいいと説明すれば

きちんとした所は納得してくれるはずです。

人々が出来ない気分ではよくありません。

否定しすぎてやる気がなくなったり

反感では意味ありません。

ストレス反感は癒した方がいいです。

癒えたらまた進みだす。

このような寄付はメディアとは限りません。

農業などでもありです。

政府などでもありです。

研究などでもありです。

土地や建造物関係を友好に利用して

有効に役立てるのもありです。

借金・負債でもありです。

多大な金額がかかって役に立つものならありです。

善いのなら明示的にすると大丈夫。

という考え方がお金の流し方にあると思います。
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　　　食べ物には色々な時にスパイスを使うといい！

　チョコレートのケーキなら、シナモン、レモングラス、

エシャロット、その他果物系のスパイス等

　スパゲティーなら、バジル、ガーリック、パセリ、

コショウ、塩、粉チーズ、シナモン等

　油物のお弁当や、カレーなら、ガラムマサラ、

クミン、コリアンダー、胡椒、塩等

　鍋で煮るのなら、表面のぬめりを入念にとる

　時には、薄口醤油を使う、昆布を使うなら

最初にほんの少し色が変わったか変わらないか位で取り出す等

　ほんの少し何かするだけで食べ易くなります。

　醗酵するものは、取り過ぎると腸の中で固まる時があります。

　腸が慣れない時は、流れ過ぎる時があります。

　野菜や、果物等がそうです。

　肉などは、筋肉や、エネルギーの急増化、

または、耐性をつける等に

　蛋白質は、脳や、体を動かす時に

　スパイス等は、胃腸を刺激して、食欲を増加する等

　食べるときは、胃腸の状態をみて、少し時間を空けて食べる。

　起きた直後、時間を離して胃腸が慣れてきたら食べる。

　寝る直前よりも前に、寝て体の動きが

静まった時に胃の中に食べ物が残らないようにする。

　水は、純水をこまめにたくさん飲む。

　塩分や、ミネラルなどが足りないと思ったら食べ物で摂る。

　水を飲む時に不純物をこまめに多く摂って、

胃腸を傷めないようにする。

　そうすれば、多少、多く摂っても体は大丈夫。
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　こんな感じで、いろんなことを少しでもすれば、

胃腸も、体も、心も、楽です。

　ただスパイスは、胃腸の血液を動かして元気にするのは

善いですが、やりすぎると疲れます。

　少し血液やリンパ、その他、体の中の毒を少し出して、

　耐性をつける位には、かなり有効です。

調味料などです。

こういうのが良いです。

コンビニなどのようなものに使えます。

会社などに置いてあると便利です。

調味料などを付け足すしていくのもありです。

68



　　　食について、ちょっと考えていること

　むかしだったら食べ物があるだけでもよかったはずです。

ほかのことは楽になるためにしていることが

逆になっているぶぶんもあるとおもいます。

食料に関していえば経済を考えなければ、

世界的な生産が世界的な需要を上回ればいいはずです。

生産していなくて、飢えて困っている人が

生産してくれるだけでもちがうとおもいます。

そのためにはいろいろ与える必要があると思いますが

それにはただ、らくとだけといっても

いられないところもあると思います。

それだといろいろ矛盾が出てきてしまいますが、

あの世の論理は矛盾しているという

ことばもあるのでそれでもいいのだと思います。

海水からミネラルを残して、

有害なものを取り除いてやればいい水ができるとおもう。

世界中の農地としてつかえる土地で、

食料をつくればいいとおもう。

69



　　　農業経営について！

　先ず、世界中の過疎の地区を使う。

　派遣みたいに使う。

　そこに、動力がなければ太陽でも風でも水でも何でも使う。

　衛星の電波を１つ借りて広く使う。

　できれば、送信できるといい。

　必要以上に知識系の要点だけでも（出来れば詳しく）

学べる様にしておく。

　インターネットの様な何かがあるといい！

（やり方を教えれば、色々学べ易いから）

　それと、副業みたいなのもする。

　例えば、ちょっとした講習とか

誰でも好きな時に開けるといい。

　武術、何かの学問とか、役立ちそうなもの。

　マーケティングなどの様なビジネス係もやらせる。

　

　出来れば、農業だけではなく

他の業種も複数同時に行うと効率的だ！

　これは、世界中の過疎地域を使う所が要点だ。

　副業も普通になっている所が好いと想う！

　例えば、武術家などは毎日朝晩するのが

習慣になっていたりする。

　これは、チャンスだ！とか。

　重要な所は、広大な土地を少人数で

手間を全くかけずに、かなり効率的に行う所にある。
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　これが、絶対に出来る必要性が有る！

　それに必要なら、たとえ土の道でもいいからつくるとか、

世界・各国の公共などに働きかけて、

場所でも人でも何でも協力してもらうと。

　過疎などの土地を使うのだから尚いいと思う。

　そのような場所は、世界中いくらでもある。

チャンスだ。

・・・といっても普通は絶対に

かなり大きくはやらなかったりする。

　　そうだったりする・・・・・・
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　　　神と云うものについて

エホバなどは実は伝えて来る何かの存在の様なものを言う。

　祖の向こうに或る、文書にも載って居

無い何かを神としているらしい。

　ヤハウェやアッラーフ、ラーやアヴァターラ、アポカリプス、

其の他何でも変わらない。

　例えば、仏教の神は無いと言っているが、

その無いが神と言うものだったりする。

　他も同じ様な感じだ。

　例えば、天使、精霊というのは伝えてくる何か

存在の様なものを言う。

　その向こうにある何かを神と言う説きがある。

　悪魔や妖怪、神獣などの様なものもそうだったりする。

　又は、この世界を含む

それ以下、それ以上、それ以内、それ以外、

などのそれを神と云う説きが在る。

　因みに、テレパシー等のソフト、ハードに関わらず、

そういう感じだったとおもった。

　それを、科学に当てはめると今の科学は

「全然足りなかったりする」

　　　　　　　　　　　　　　　　ということだったと思った。

　神とはそんな感じの何かだった様な気がする。

　例えば、無の向こう側に広がっている何かを

そう言う時も有る。

　例えば、無も神を指していたりすると思った。
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　　　気功はこの本！

「ぷるぷる健康法」―体を振動させてやせる・美しくなる

気功はイメージよりも動いた方が良いです。

ただ動きすぎは禁物です。

これは、水でも内臓でも気持ちでも脳でも

神経でも筋肉でもリンパでも胃腸でも同じです。

後はこれらの本に書いてあるとおりです。

気功はにせものが多いので注意した方が良いです。

ヨガや気候や魔法や呪術や洗脳やマインドコントロールなどは

変性意識を使った時に注意です。

頭の中が色々になるので注意が必要です。

この為に現実の映像などと幻覚が

本人がわからない場合があります。

普段は普通の意識のほうがいいです

自身の目の感じが異なるときなどの異常に注意して下さい

正座で正し座禅でゆるめ立禅で静かにすることが大切です。

活力をつける時は歩くときに足底を踵から着けてつま先で蹴り

出来れば親指の内側を着けて歩く。

息も合わせる。右から行う。
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　　　サッカーはまず戦略から！

　サッカーはまず戦略がないといけません。

　初めに大局を細かいところから大まかに組み立てていって、

いくつも考えておきます。

　勿論、不測の事態も幾つも考えておきます。

　あと、全体一人一人のペース配分も同じように

考えておきます。

　それから、中局、小局も同じように考えておきます。

　そしたら、戦術レベルも同じように考えておきます。

　後は、その時その時の状況に応じて

辿るラインを３～５０ライン、

瞬間にその中から一つ選んで瞬間瞬間同じように動きます。

　最後に、シュートですがゴールのほうにいって入らないと

全く意味がありません。

　ここまで順調に来たのなら

そんなに難しくなく練習を積み重ねているなら

確実に入ります。

　これは、ワールドカップなどの選手達が

そういう動きだったので確実だと思います。

一瞬で周りの選手の複数のラインが浮かぶようです。

その瞬間その瞬間にです。

　こういう考え方は、上級者は結構当たり前みたいです、

普通は無理ですが・・・

　いきなりこれが出来ると

超能力のように見えるかもしれません！！！

ドリブルは蹴りすぎてはいけません　。

 普通は、水を飲んではいけないそうですが、

内臓が大丈夫なら

たまにほんの一口水を含む

ほんの一口に満たない位なら

平気であるはずです。

それと、内臓は動かしたりして

強くしておいた方がいいです。

激しく動くと内臓が活発になりますので。

肺などは特にそうなので。

　武術修行などでもそうなので大丈夫です！！！
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　　　稼げるように学んでおくといい！

　　そこで色々学んで、

後でその分を　おもいっきり　稼げるようにするといい！！

　本を読むときは、動物、

　たとえば、ライオン、チーター、トラなどの

自然環境で食料を得る時、に当てはめるとわかりやすいです。

　たとえば、市場を自然環境の地域に、

競争相手を他の動物のライバルに、

　報酬を食料に、しがらみを天候などに、色々な関係を地形に、

　当てはめたりすると凄くわかりやすいです！！！

　戦略論なんかが、あてはめ易かったりします。

　下の本なんかで試してみると、結構面白かったりします。

この本は一度読んでおくと良いです。

トヨタ流最強社員の仕事術 

　下の本なんかで試してみると、結構面白かったりします。

60分間・企業ダントツ化プロジェクト 

頭の回転が50倍速くなる脳の作り方 

<ビジネス下克上時代に勝つ!>ランチェスター戦略 

諸葛孔明 人間力を伸ばす7つの教え 

孫子

六韜

悪いも善いもそのまま、大丈夫　良くなる。 善い

　悪いが善い、

　悪いが悪いままで、

　善いが悪い、

　善いが善いままで、

　悪いがそのまま、

　善いがそのまま、

　

　でいい、大丈夫。

　それは、もし悪い状態がおもいっきりいいから、

　

　そのままおもいっきりよい状態に、
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　または、おもいっきり出来すぎる状態になると、

楽に、簡単に、なりすぎます。

　何故でしょうか。

　そのまま、ごく普通にしていれば、

余計なことをしなくても、少ししても、

別でも、

良くなってしまいます。

　インカーテーションや、アファーメーション、自己内宣言に、

こういうのがあります。

　悪いも、善いも、そのまま、

　大丈夫、良い、良くなる、

　それでよい、それじゃあない、それでいい、それいい、

　そういうこと、、、はい、。

　宗教や、一般的ないろいろなものや、ことに、

今、自分が考えたような、ことが普通なら、

もっと状況が違ってくるでしょう。

　痛いとか、辛いとか、楽とか、気持ちいいとか、

興奮するとか、

または、反感とか、いい気味だとか、じゃなくて。

　繋がらない、繋がらないほうがいいものは、そのまま、

　－　－　　　　－－　　－－　　　　　　　　　ーー

繋がる、離れたまま、のほうがいい時は、そうで、

ーーー　　－　－　　　　　　－－－－　　－

そうだと違いが確実に出ます。

まとまる

試すことはできます。

これは、なにかに限ったことではありません。

76



とにかく何でも今すぐ試してみる、これが重要です！！！

試すだけ、みるだけ、流すだけ、そこにいるだけ、は簡単です。

無意識に入れば問題ありません。

ただし、入る、言葉や、五感、直感、　気、

　霊感、　神感、など

それ以外の、いろいろ、ある、ありうるものに

注意したほうがいいです。

時には、完全に違ってもいい、よい、ふつう、

だいじょうぶ、に、なれば、それでいい、大丈夫、

少しくらいは、気にせず、他の意味を込めて、込めずに、

焦らず、間を置きつつ、素早く、ゆったりと、ゆっくりと、

おもいっきり、その瞬間に全て、全部終了。

揺ら揺らと、力を完全に抜いて、

瞬間、ピシッと、入る、

力がこもらずに、瞬間　緊張は全くせずに、

おもいっきり、素早く、振動する、

その途中も、ますっぐとはがぎらずに、いく。

これは、武術を、一人だけでしていて、

気づいた事なので、本当はどのようなものかは、知りませんが。

よくある格闘技では、これが、まったく、出来ていません。

これでは達人たちが言うはずです。

自分は出来ているから、これからも励むと、

まあ今回はこの位で好しとす･･････

　悪いが善い、

　悪いが悪いままで、

　善いが悪い、

　善いが善いままで、

　悪いがそのまま、

　善いがそのまま、

　

　でいい、大丈夫。

　

　よくなった
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　　　　　　柔軟剤とソフトな漂白剤

　　洗濯する時一緒に入れると仕上がりがいい感じ

　ほんの少し入れると 仕上がりがいい感じになります。

　　　ほんの少しなら大丈夫です。

　　衣類乾燥専用機は、

　普段あまり使わなくてもあれば絶対に便利です。
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